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会場: 安来市和鋼博物館前広場

主催: 安来市、なかうみマラソン大会実行委員会

16分28秒1 徳安　裕輔3932 (鳥取市)ﾄｸﾔｽ ﾕｳｽｹ

16分46秒2 深田　誠3948 (米子市)ﾌｶﾀﾞ ﾏｺﾄ

17分07秒3 梶谷　真広3946 (松江市)ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ

17分07秒4 尾原　康信9202 ｵﾊﾞﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ

17分40秒5 福田　彰久3957 (松江市)ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ

18分14秒6 松尾　茂3827 (境港市)ﾏﾂｵ ｼｹﾞﾙ

18分30秒7 井原　周治3908 (松江市)ｲﾊﾞﾗ ｼｭｳｼﾞ

19分05秒8 二岡　崇弘3828 (広島県)ﾌﾀｵｶ ﾀｶﾋﾛ

19分15秒9 木村　剛3953 (松江市)ｷﾑﾗ ﾀｹｼ

19分36秒10 長廻　秀一3929 (米子市)ﾅｶﾞｻｺ ｼｭｳｲﾁ

19分42秒11 三宅　文士3928 (邑南町)ﾐﾔｹ ﾌﾞﾝｼ

19分50秒12 濱田　恒3935 (米子市)ﾊﾏﾀﾞ ﾋｻｼ

20分12秒13 古藤　亮3931 (松江市)ｺﾄｳ ﾘｮｳ

20分43秒14 石原　裕3888 (奥出雲町)ｲｼﾊﾗ ﾕﾀｶ

20分46秒15 糸賀　公一3934 (出雲市)ｲﾄｶﾞ ｺｳｲﾁ

21分12秒16 成田　浩一3850 (安来市)ﾅﾘﾀ ｺｳｲﾁ

21分19秒17 前田　??浩3817 (安来市)ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ

21分22秒18 岸本　博樹3947 (松江市)ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

21分49秒19 西田　史朗3807 (出雲市)ﾆｼﾀﾞ ｼﾛｳ

21分58秒20 石原　充3936 (米子市)ｲｼﾊﾗ ﾐﾂﾙ

22分02秒21 石倉　伸哉3871 (松江市)ｲｼｸﾗ ｼﾝﾔ

22分09秒22 冨田　文麿3810 (安来市)ﾄﾐﾀ ｱﾔﾏﾛ

22分14秒23 座山　剛3812 (米子市)ｻﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ

22分50秒24 増原　誠治3913 (出雲市)ﾏｽﾊﾗ ｾｲｼﾞ

22分51秒25 中村　道3956 (広島県)ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ

22分57秒26 星野　宏祥3879 (松江市)ﾎｼﾉ ﾋﾛﾖｼ

23分05秒27 安食　竹峰3916 (出雲市)ｱｼﾞｷ ﾀｹﾐ

23分17秒28 吉岡　拓郎3952 (米子市)ﾖｼｵｶ ﾀｸﾛｳ

23分29秒29 前田　育3945 (松江市)ﾏｴﾀﾞ ｲｸ

23分41秒30 其原　慎也3883 (鳥取市)ｿﾉﾊﾗ ｼﾝﾔ

23分44秒31 三島　真3816 (湯梨浜町)ﾐｼﾏ ﾏｺﾄ

23分44秒32 池淵　和憲3904 (境港市)ｲｹﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ

23分47秒33 安田　幸司3951 (松江市)ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ

23分52秒34 浜村　徹3942 (出雲市)ﾊﾏﾑﾗ ﾄｵﾙ

23分55秒35 柴田　税3976 (日野町)ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ

24分22秒36 藤原　昌則3978 (安来市)ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

24分29秒37 家島　紀幸3835 (安来市)ｲｴｼﾏ ﾉﾘﾕｷ

24分45秒38 吾郷　利宏3847 (出雲市)ｱｺﾞｳ ﾄｼﾋﾛ

24分46秒39 折戸　浩二3906 (米子市)ｵﾘﾄ ｺｳｼﾞ

24分49秒40 森脇　明博3892 (出雲市)ﾓﾘﾜｷ ｱｷﾋﾛ

24分51秒41 高島　有史3854 (雲南市)ﾀｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ

25分04秒42 吾郷　隆志3820 (米子市)ｱｺﾞｳ ﾀｶｼ

25分05秒43 松尾　学3971 (松江市)ﾏﾂｵ ﾏﾅﾌﾞ

25分15秒44 宇原　守3808 (出雲市)ｳﾊﾞﾗ ﾏﾓﾙ

25分18秒45 山野邊　大輔3838 (松江市)ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

25分31秒46 三島　卓3903 (出雲市)ﾐｼﾏ ﾀｸ

25分33秒47 石田　卓也3862 (松江市)ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

25分37秒48 若林　伸3917 (出雲市)ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾝ

25分40秒49 川島　幸3825 (米子市)ｶﾜｼﾏ ｺｳ

25分45秒50 河内　和彦3920 (米子市)ｶﾜｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ
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25分45秒51 横山　和久3926 (松江市)ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ

25分47秒52 赤山　伸広3842 (松江市)ｱｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ

26分10秒53 米田　敏彦3977 (松江市)ﾖﾈﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

26分13秒54 広田　直樹3899 (安来市)ﾋﾛﾀ ﾅｵｷ

26分25秒55 野口　大輔3927 (安来市)ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

26分37秒56 岩田　武3809 (安来市)ｲﾜﾀ ﾀｹｼ

26分40秒57 藤原　盛雄3880 (奥出雲町)フジハラ　モリオ

26分41秒58 杉本　義秋3939 (倉吉市)ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｱｷ

26分43秒59 田中　精一3831 (米子市)ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁ

26分49秒60 赤木　友和3898 (安来市)ｱｶｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

26分53秒61 石飛　憲3968 (雲南市)ｲｼﾄﾋﾞ ｹﾝ

26分55秒62 重親　政継3844 (出雲市)ｼｹﾞﾁｶ ﾏｻﾂｸﾞ

26分56秒63 伴藤　明宏3901 (米子市)ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ

27分06秒64 藤吉　優3822 (安来市)ﾌｼﾞﾖｼ ﾏｻﾙ

27分13秒65 岩田　知久3846 (出雲市)ｲﾜﾀ ﾄﾓﾋｻ

27分18秒66 中田　公人3801 (大田市)ﾅｶﾀﾞ ｷﾐﾄ

27分20秒67 石川　博康3966 (米子市)ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ

27分23秒68 原　浩3890 (安来市)ﾊﾗ ﾋﾛｼ

27分23秒69 山﨑　勝己3886 (安来市)ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾐ

27分31秒70 松田　宏樹3909 (琴浦町)ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ

27分35秒71 津森　真司3960 (松江市)ﾂﾓﾘ ｼﾝｼﾞ

27分38秒72 桑原　孝3818 (松江市)ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ

27分41秒73 堀尾　俊弘3979 (松江市)ﾎﾘｵ ﾄｼﾋﾛ

27分42秒74 奥村　博3970 (出雲市)ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｼ

27分47秒75 山根　秀行3973 (出雲市)ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ

27分59秒76 岩佐　勝3921 (安来市)ｲﾜｻ ﾏｻﾙ

28分05秒77 住田　浩一3829 (米子市)ｽﾐﾀﾞ ｺｳｲﾁ

28分12秒78 高嶋　彰彦3837 (松江市)ﾀｶｼﾏ ｱｷﾋｺ

28分14秒79 北山　功3824 (境港市)ｷﾀﾔﾏ ｲｻｵ

28分16秒80 藤原　知之3852 (安来市)ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾕｷ

28分25秒81 亀山　廣3887 (出雲市)ｶﾒﾔﾏ ﾋﾛｼ

28分37秒82 山本　領3876 (松江市)ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

28分43秒83 山崎　賢作3855 (安来市)ﾔﾏｻｷ ｹﾝｻｸ

28分45秒84 大源　享3958 (米子市)ﾀﾞｲｹﾞﾝ ﾄｵﾙ

28分48秒85 宮脇　健3949 (松江市)ﾐﾔﾜｷ ﾀｹｼ

28分48秒86 井上　博臣3962 (広島県)ｲﾉｳｴ ﾋﾛｵﾐ

28分50秒87 松田　健太郎3964 (安来市)ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

28分53秒88 青木　義和3859 (出雲市)ｱｵｷ ﾖｼｶｽﾞ

28分58秒89 川口　良3982 (安来市)ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ

29分01秒90 野津　真司3980 (松江市)ﾉﾂ ｼﾝｼﾞ

29分02秒91 三笹　恵介3866 (安来市)ﾐｻｻ ｹｲｽｹ

29分03秒92 秦　勇二3853 (出雲市)ﾊﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

29分06秒93 黒谷　明大3967 (松江市)ｸﾛﾀﾆ ｱｷﾋﾛ

29分15秒94 芦田　雅人3933 (安来市)ｱｼﾀﾞ ﾏｻﾄ

29分28秒95 天野　和明3811 (安来市)ｱﾏﾉ ｶｽﾞｱｷ

29分50秒96 坂根　宏和3803 (琴浦町)ｻｶﾈ ﾋﾛｶｽﾞ

29分56秒97 倉光　史朗3925 (倉吉市)ｸﾗﾐﾂ ｼﾛｳ

30分01秒98 法橋　宏之3841 (松江市)ﾎｯｷｮｳ ﾋﾛﾕｷ

30分02秒99 板垣　宏3912 (飯南町)ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛｼ

30分07秒100 来間　賢3860 (出雲市)ｸﾙﾏ ﾏｻﾙ
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30分08秒101 山口　基3923 (安来市)ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾄｲ

30分09秒102 松崎　靖3930 (松江市)ﾏﾂｻﾞｷ ﾔｽｼ

30分20秒103 奥元　博和3897 (安来市)ｵｸﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ

30分22秒104 住田　直隆3959 (広島県)ｽﾐﾀﾞ ﾅｵﾀｶ

30分22秒105 吉儀　和美3963 (松江市)ﾖｼｷﾞ ｶｽﾞﾐ

30分23秒106 中村　明3878 (鳥取市)ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ

30分24秒107 山根　史貴3965 (米子市)ﾔﾏﾈ ﾌﾐﾀｶ

30分27秒108 中島　誠3891 (出雲市)ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ

30分28秒109 津嶋　俊也3875 (安来市)ﾂｼﾏ ﾄｼﾔ

30分35秒110 園山　孝之3874 (出雲市)ｿﾉﾔﾏ ﾀｶﾕｷ

30分53秒111 長野　裕二3902 (松江市)ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｼﾞ

30分55秒112 三原　久義3950 (出雲市)ﾐﾊﾗ ﾋｻﾖｼ

31分11秒113 久保　雅彦3872 (安来市)ｸﾎﾞ ﾏｻﾋｺ

31分15秒114 冨山　昭広3843 (日吉津村)ﾄﾐﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

31分18秒115 伊藤　斉3869 (松江市)ｲﾄｳ ﾋﾄｼ

31分23秒116 松本　育郎3885 (松江市)ﾏﾂﾓﾄ ｲｸﾛｳ

31分24秒117 西村　智徳3915 (出雲市)ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ

31分27秒118 宇森　慎一3877 (出雲市)ｳﾓﾘ ｼﾝｲﾁ

31分30秒119 上野　史雄3969 (安来市)ｳｴﾉ ﾌﾐｵ

31分32秒120 甲斐　勉3972 (安来市)ｶｲ ﾂﾄﾑ

31分42秒121 大橋　正直3974 (松江市)ｵｵﾊｼ ﾏｻﾅｵ

31分47秒122 小澤　勝徳3911 (岡山県)ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ

31分52秒123 鴨木　章3821 (安来市)ｶﾓｷﾞ ｱｷﾗ

31分52秒124 内藤　雅文3840 (八頭町)ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ

31分59秒125 執行　誠二郎3815 (松江市)ｼｷﾞｮｳ ｾｲｼﾞﾛｳ

32分37秒126 米原　正昭3938 (倉吉市)ﾖﾈﾊﾗ ﾏｻｱｷ

32分46秒127 吉田　雄一3943 (米子市)ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

32分49秒128 黒田　新二3895 (安来市)ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

33分15秒129 上山根　光夫3834 (松江市)ｶﾐﾔﾏﾈ ﾐﾂｵ

33分29秒130 桐木　道弘3867 (安来市)ｷﾘｷ ﾐﾁﾋﾛ

33分31秒131 高木　浩3868 (江府町)ﾀｶｷ ﾋﾛｼ

33分43秒132 並河　一清3894 (安来市)ﾅﾋﾞｶ ｶｽﾞｷﾖ

34分25秒133 菊池　健二3983 (安来市)ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ

34分54秒134 井塚　達人3805 (安来市)ｲﾂｶ ﾀﾂﾋﾄ

35分05秒135 日野　好美3826 (松江市)ﾋﾉ ﾖｼﾐ

35分07秒136 糸原　邦弘3849 (安来市)ｲﾄﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ

35分16秒137 安田　正明3940 (松江市)ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ

35分20秒138 廣芳　勝一3851 (米子市)ﾋﾛﾖｼ ｶﾂｲﾁ

35分22秒139 田淵　肇3830 (米子市)ﾀﾌﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ

35分42秒140 中津　純我3819 (安来市)ﾅｶﾂ ｼﾞｭﾝｶﾞ

36分36秒141 柏木　規男3863 (松江市)ｶｼﾜｷﾞ ﾉﾘｵ

36分46秒142 宇和田　美保3889 (岩美町)ｳﾜﾀﾞ ﾖｼｵ

36分47秒143 加藤　寛通3900 (安来市)ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ

36分49秒144 兜金　秀和3882 (鳥取市)ﾄｶﾈ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

36分50秒145 小笠原　信一3870 (松江市)ｵｶﾞｻﾊﾗ ｼﾝｲﾁ

37分06秒146 秦岡　敦史3833 (南部町)ﾊﾀﾞｵｶ ｱﾂｼ

37分09秒147 内田　佳樹3955 (松江市)ｳﾁﾀﾞ ﾖｼｷ

37分30秒148 小原　一郎3873 (松江市)ｵﾊﾞﾗ ｲﾁﾛｳ

37分39秒149 石原　健一3975 (安来市)ｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

37分45秒150 舟木　哲也3848 (安来市)ﾌﾅｷ ﾃﾂﾔ
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38分08秒151 林　武志3954 (出雲市)ﾊﾔｼ ﾀｹｼ

38分30秒152 沖田　勇3896 (安来市)ｵｷﾀ ｲｻﾑ

39分00秒153 山根　慎司3961 (松江市)ﾔﾏﾈ ｼﾝｼﾞ

40分17秒154 須山　昇3893 (安来市)ｽﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ

40分38秒155 池内　智行3924 (米子市)ｲｹｳﾁ ﾄﾓｭｷ
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